
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 三　位 東北大会出場

うめつ ひかり やはぎ りんと かねだ あきと はらだ たつし

梅津 光利 矢萩 凜斗 金田 煌永 原田 達孜

(米沢南部ＪＢＣ) (山口バドスポ少) (奥羽ＪＢＣ) (酒田ジュニア)

なんば まなき さいとう かなめ こばやし ゆうき おの まなと

難波 瞳輝 斉藤 要 小林 祐希 小野 真那斗

(致道バドスポ少) (致道バドスポ少) (立川バドスポ少) (奥羽ＪＢＣ)

いしざわ たいち きむら こうたろう さとう　みちよし あらかわ しょうせい

石沢 太一 木村 洸太郎 佐藤 倫嘉 荒川 翔誠

(ふじかげ) (鶴六バドスポ少) (鶴六バドスポ少) (奥羽ＪＢＣ)

うえの ゆず ひろせ あや すがの はるか さとう　りさ

上野 優寿 廣瀬 朱 菅野 絢椛 佐藤 莉采

(立川バドスポ少) (鶴六バドスポ少) (山口バドスポ少) (大山バドスポ少)

いけだ かほ あんざい ゆう よこやま　なごみ はしもと　ゆいな

池田 花保 安在 悠羽 横山 和 橋本 結菜

(致道バドスポ少) (鶴岡城北バドポ少) (長井ＪＳＣ) (いつきバドスポ少)

やまかわ えみ あさの りん むろや さくら かねだ みゆう

山川 恵実 浅野 凜 室屋 咲空 金田 美優

(ふじかげ) (長井ＪＳＣ) (米沢南部ＪＢＣ) (奥羽ＪＢＣ)

けんもち　ひなた ふじむら　ゆうし まつだ おうすけ かねだ　こうが

剱持 光陽 藤村 悠志 松田 旺佑 金田 煌牙

さとう　たき なかの けんし まつだ やまと かとう せいが

佐藤 多希 中野 謙志 松田 大和 加藤 世雅

(大山バドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ) (上山ジュニア) (長井ＪＳＣ)

さいとう はるた しぶや　ともき やまかわ　あいら いしいこうたろう

齋藤 陽太 渋谷 寛騎 山川 藍良 石井 康太郎

しろき かいり とうかいりん　りゅう すずき　はると しむらりょうすけ

白木 翔琉 東海林 龍 鈴木 陽斗 志村 遼介

(ふじかげ) (ふじかげ) (愛宕ディオ) (鶴六バドスポ少)

かとう ゆうが あらせ かいり こんの　ゆう しばたじゅんのすけ

加藤 悠雅 荒瀬 海里 今野 悠 柴田 淳之介

えんどう ゆうま きくち ゆうご あおやぎ　りくう ほんま　たから

遠藤 佑真 菊地 悠悟 青柳 利空 本間 天朗

(長井ＪＳＣ) (奥羽ＪＢＣ) (いつきバドスポ少) (鶴六バドスポ少)

あべ　かのん ながおか　あやは まつだ　りお やまざき　ゆい

阿部 花音 長岡 采葉 松田 莉央 山崎 優衣

くまがい　なつき せいの　わかな しのざき　みはる さとう　ななせ

熊谷 夏葵 清野 和夏菜 篠﨑 心遥 佐藤 七星

(鮭川バド) (長井ＪＳＣ) (ふじかげ) (南部シャトル)

たかはし ここ いとう　ゆきの あおやぎ　みなみ おがた　さくら

髙橋 心 伊藤 倖乃 青柳 みなみ 小形 さくら

なかの ゆりあ ちゅうばち ゆか まつだ　みゆう ふくはら　さき

中野 結愛 中鉢 結香 松田 美優 福原 咲妃

(米沢南部ＪＢＣ) (新庄バドスポ少) (山口バドスポ少) (白鷹ジュニア)

はら まなみ やくわ　ののは まつだ　せいな てらしま　のあ

原 愛 八鍬 希羽 松田 晴南 寺嶋 乃葵

さいとう あやね やくわ　まこ はなや さくら ながおか　わかば

齊藤 綾音 八鍬 真心 花屋 さくら 長岡 和佳葉

(米沢南部ＪＢＣ) (奥羽ＪＢＣ) (上山ジュニア) (長井ＪＳＣ)
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